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南北に長い加唐島 

「つばきの島 加唐島」 「ロザリオの島 松島」へようこそ！ 

 

１．加唐島
かからしま

、松島
まつしま

はどんな島か？ 

＊加唐島
かからしま

 

玄海灘に浮かぶ佐賀県の最北端、周囲１２キロ、面積２.８平方 

キロメートルの南北に細長い弓形をした島で、５９世帯、１１６ 

人（令和3年２月２８日 現在）の人々が生活をしている。 

水産業が中心であり、半農･半漁の生活をしている世帯も多い。 

水田はなく、薩摩芋、大根、西瓜、玉葱、ツワブキなどを栽培 

 している。漁業はイカ釣りを主にイサキ、ブリ釣り等が行われて 

いる。また、一口アワビ等の栽培漁業にも取り組んでいる。 

島の大部分は山林が占め､その中でも椿林は県内一を誇り、「椿 

の島」の別名を持つ。人々は、相互扶助の精神を脈々と受け継ぎ、 

人情味豊かで勤勉な気風をつくり上げている。平成17年に天然 

塩をつくる「一の塩」工場が操業を始めた。 

＊松島
まつしま

 

  加唐島の西方約２キロメートルに位置し、周囲約４キロ、面積

０.６３平方キロメートルの小島であり、２３世帯、５２人（令和

3年２月２８日 現在）の人々が生活をしている。「鎮西町史」に

よると、元々、無人島であったが、江戸時代末に加唐、五島等よ

り移住、開墾が進められたという歴史がある。 

水産業が中心で、海士、瀬渡し業が多い。民情素朴で相互扶助

の精神に富み、ほぼ全戸がカトリック教徒であり、波止場には教

会がある。 

 

２．学級数、児童生徒数、職員数 

（令和３年４月１日：予定） 

＊加唐小学校 ４学年(１・２・３・５年)複式２学級 児童数５名 

                ＜教職員数＞ 教頭１ 教諭２ 副主査１ 用務員１ 給食調理員２ 

＊松島分校  （平成２５年４月より休校） 

＊加唐中学校  １学年（中２）１学級 生徒数１名 

                ＜教職員数＞ 校長１ 教頭１ 教諭２ 常勤講師２ 非常勤講師４ 養護教諭１   

唐津市立加唐小中学校      
〒847-0317 

佐賀県唐津市鎮西町加唐島25番地 

TEL （０９５５）８２－９３０３  

FAX （０９５５）８２－９３０８ 

E-mail  kakara-j@education.saga.jp 

URL   https://www.education.saga.jp/hp/kakara-j/ 

唐津市立加唐小学校松島分校  
〒847-0４０６ 

 佐賀県唐津市鎮西町松島3531番地6 

TEL・FAX (0955)82-9110 

平成２５年４月１日より休校中 

ひょうたんの形をした松島 
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３．加唐小中学校はどんな学校か？ 

＊加唐小中学校 

本校は令和３年４月1日（予定）、小学生５名、中学  

生１名、計６名が在籍する小中併設校である。児童生徒は 

明るく思いやりがあり、素直である。近年、児童生徒数が大 

幅に少なくなっているが、毎日元気に学校生活を送ってい 

る。 

平成２８年度後半に、離島留学制度を発足させた。平成 

29年度は島にゆかりのある児童2名（孫留学）、福岡県  

から生徒1名(家族留学)が本校に転入、平成３０年度は生  

徒１名（家族留学）が転入してきた。 

 児童生徒の言語表現力育成の手立てとして、始業式終業式な

ど、機会があるごとにスピーチをさせる取り組みをしている。

小学校英語活動などは、平成27・２８年度は休止していたが、平成2９年度から取り組んでおり、平成

３０年度から外国語活動年間３５時間、外国語年間７０時間実施している。また、平成２０年３月に光

ファイバーケーブルが引かれＩCTを活用した授業をいち早く行ってきている。平成２４年度から順次、

中学３年教室、小学６年教室、小学１年教室に電子黒板とデジタル教科書が配備され、日常的に ICTを

活用した授業に取り組んでいる。平成 27 年度末にテレビ会議システムが導入され、28 年度から小川

小中学校、２９年度から高島小学校とのテレビ会議を使った交流も行っている。 

 平成３０・31年度は国立教育政策研究所及び県教委から「へき地教育」の研究指定を受けていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さまざまな特色ある教育活動を展開し、生き生きと学ぶ児童生徒を育てるとともに、若手教師の育つ

学校でもあると自負している。 

地域や保護者の教育に対する関心や期待も大きく、育友会行事等には多くの地域の方や保護者の参加

があり、学校行事に対しても非常に協力的である。 

＊松島分校 

    昭和６２年３月に松島小中学校が閉校となり、小学校は 

松島分校として存続したが、翌６３年休校。しかし、島外 

に就職していた若者のＵターンが続き、平成８年に松島分 

校が再開校した。子どもたちは、明るく、純朴かつ素直で 

あり、伸び伸びとした学校生活を送っている。 

しかしながら、平成２５年度に再度休校することになり、 

現在に至っている。平成３０年、一度廃校について協議さ  

れたが、若者が島に戻ってきている現状もあり，引き続き  

休校とすることとなった。 

地域や保護者の教育に対する関心や期待も大きく、学校 

行事に対しても協力的である。 

終業式で、自己目標の反省発表する 

電子黒板を使って学習する生徒 テレビ会議システムを使った交流 

松島 島内清掃 
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４．交通機関 

（1） 定期船 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）呼子での駐車場 ・・・呼子港周辺の民間駐車場を利用 

＊料金は、月５,０００～７,０００円程度 

（互助会会員には、1／２の補助がある。） 

（３）島内での交通関係 

＊加唐島、松島ともに徒歩が中心で、そう不都合はない。 

（坂道が多い）  

      ＊加唐島では自動車やバイク、松島ではバイクを所有し 

ている者もいる。 

 

５．教職員住宅（令和２年4月現在） 

（１）住宅の種類 

 Ａ：単身住宅６戸（６畳２間、台所トイレ風呂付き、オール電化、家賃１２,８００円） 

     ※平成２１年２月に新築された。 

     Ｂ：家族住宅６戸（６畳２間、６畳DK、４.５畳、風呂トイレ付き、家賃９,８００円） 

（２）上下水道  上下水道完備 

上水道は島内貯水池より。流しの水道には浄水器をつけた方がよい。下水道は浄化センターあり。 

（３）施設・設備 

   ○ 各住宅備え付け備品  

 台所用換気扇、IHコンロ（単身住宅のみ）、瞬間湯沸器（家族住宅のみ）など 

○ 個人で用意するもの 

        冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、ガスコンロ、照明器具、なべ、食器類、食器棚、テレビ、

布団、掃除用具、洗面具、衣類ケース、入浴用具 など 

☞ 多くの家電などは前住者が残していくものを利用している。 

    ○ テレビ・インターネット環境  

テレビ視聴可，インターネット接続可。それぞれ個人で申し込む。 

（４）必要経費  家賃、電気料、ガス代（家族住宅のみ）、水道代（２ヶ月おき徴収）は個人負担 

（５）ゴミ処理 

○ ゴミ出しは唐津市指定のゴミ袋を使用。（ゴミ袋は漁村センターでも販売）  

   ○ 粗大ごみ等は汽船事務所で指定のシールを購入・ゴミに貼ってごみステーショ

ンに決められた日に出す。 

呼子 ⇔ 加唐島   かから丸（４８トン）    所要時間１７分 

   加唐港発       呼子港発   料金 片道５２０円 

       往復９８０円(２日間有効) 

 回数券 ５,２００円 

(１１枚綴、２か月間有効) 

  加唐港→学 校  徒歩５分 

  学校→職員住宅  徒歩５分 

１便    ７：１０       ８：００ 

２便    ８：５０     １１：００ 

３便  １３：００     １５：００ 

４便  １６：３０     １８：００ 

呼子 ⇔ 松島    新栄（４.５トン）      所要時間１５分 

   松島港発       呼子港発   料金 片道４６０円 

  松島港→学 校  徒歩８分 

  学校→職員住宅  徒歩１分 

１便    ７：４０     １０：００ 

２便  １３：００     １４：３０ 

３便  １６：００     １７：００ 

白い船体が美しい「かから丸」 
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６．食環境  

島内には食堂やスーパー，コンビニ 

はないので自炊となる。島民の方も含  

めて，週末に島を出て１週間分の食料  

や日用品を買って来る。 

＊加唐小中学校  学校給食あり！ 

（給食費 月５,１００円） 

商店は１軒のみ 

  漁協（学校前）：酒類、米、乾麺、 

調味料など（生鮮食料は無い） 

自動販売機  

ジュース、酒、ビール、タバコの自動販売機が漁村センター横にある 

※加唐島・松島とも呼子の商店に頼んで、定期船に食料等を載せてもらうことは可能。 

７．医療環境 

＊加唐島   加唐島診療所がある。 

医師が常駐、先端医療機器も導入 

されている。 

 

８．金融機関 

＊加唐島   漁業協同組合加唐島営業店 

＊松島     なし 

９．加唐島保育所 

○ 保育時間（８：００～１７：００） 

１７時までは預かっていただける。 

○ ３歳児から保育可能 

○ 特例として、平成１７年度から１～２歳児も預かって 

もらっている。 

10．転居について 

・呼子までは各人で搬送し、呼子から定期船を利用する。 

料金は荷物量によって違うので船員に聞いて支払う。 

原則は手荷物１個７0円。 

・加唐港から住宅までは学校の公用車で運搬。 

11．その他 

  ・簡易郵便局があり、郵便物の取り扱いは漁協が代行している。 

・新聞は、学校で「佐賀新聞」をとっている。 

・加唐島「ゆうすげ」という民宿があって料理がすごい！      

・加唐島の湾内は絶好の釣りポイント。平日から多くの釣り客が訪れる。 

・加唐島特産のお土産としては、椿油、アカモク、一の塩などがある。 

 

※ ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく学校までお問い合わせください。 

歓迎遠足 椿園で記念撮影 

５月に加唐・松島合同で開催された島民体育大会での演舞 

 

 

 

歓迎遠足 椿園で記念撮影 

文化祭 ＜ダンス＞ 

体育大会 
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交通アクセス 

佐賀市→唐津市  JR唐津線で約１時間10分／車で 

国道２０３号線を約１時間２０分。 

多久厳木有料道路(２１０円)も全面 

開通したので、利用できます。 

 唐津市→呼子町  定期バスで約３５分／車で県道311 

号線を約２５分。加唐丸発着場と駐車 

場は地図参照。 

 呼子港→加唐港  定期船「かから丸」で約１７分 

料金:片道５２０円（往復券９８０円）。 

呼子港→松島港  定期船「新栄」で約１５分 

料金:片道４６０円 

 

                 おだやかな加唐漁港→ 

 

 

一般駐車場 

・ 市営駐車場（有料） １２８台収容。１２時間以内５００円  

            かから丸発着所まで、徒歩１０分。 

・ 朝市通り立体駐車場（無料） 土日は駐車できない。  

            かから丸発着所まで、徒歩５分。  

 

 

 

かから丸発着所 

朝市通り 

立体駐車場（無料） 

ﾊﾞｽｾﾝﾀ  ー

←至唐津、名護屋 

朝 

市 

通 

り 

市営駐車場 

（有料） 

唐津市役所呼子支所 

唐津信用金庫 

佐賀銀行 

ようこそ、 

加唐小中学校へ！！ 


